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●将来を担う人が育つまちをつくる
●安心して生活できるまちをつくる
●賑わいのあるまちをつくる
●暮らしやすいまちをつくる
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町田市
ホームページ歩

ここうう!!

　町田を再発見できる15のコースの距離や消
費エネルギー等を紹介しています。15コースの
総距離は約95kmで、すべて歩くと市庁舎から
富士山山頂までの距離とほぼ同じになります。

健康推進課（市庁舎7階）、市立総合体育館、市立室内プール、
生涯学習センター、まちの案内所　町田ツーリストギャラリー
※数に限りがあるため、無くなり次第終了です。

配布場所

２面へ続く

気が付けば、外はすっかり秋の装い。
外出が心地よい季節になりました。

生活の中にウォーキングを取り入れてみませんか。
歩くことできれいな花、鳥のさえずり等、
新しい楽しみや発見があるかもしれません。

問健康推進課 ☎☎724・4236

　厚生労働省の「健康づくりのための身体活動指針」では18～64歳の男
女に対し、1日に8000歩相当の身体活動を行うことを推奨しています
が、多くの方はその歩数に達していません。あと10分多く歩くことで、目
標の8000歩が達成可能です。エスカレーター・エレベーターを使わず
に階段を使う等、日常生活の中で歩くことを意識しましょう。

目 標
１日8000歩！

毎日あと10分
歩きましょう

町田市ホームページでダウンロードできます

窓口で配布しています

目指せ富士山登頂!?

町田市ウォーキングマップを
ご利用ください

　いつまでも健康でいるために、簡単にできるのがウォーキングです。歩数を気に
しすぎず、毎日続けることを心掛けましょう。�
　例年は推進員もウォーキング企画をしていますが、今秋は、屋外で１人で手軽に
できるウォーキングなど新しい生活様式を取り入れた健康づくりで免疫力をアッ
プしませんか。 問保健予防課 ☎☎736・1600

健康づくり推進員※からひと言 ※�健康づくり推進員は、町内会・自治会と協力し、各地域
で市民の健康の保持増進のための活動をしています。

　ウォーキングは、いつでも気軽に始められることが魅力のひとつです。歩きや
すい靴があれば、誰でも始めることができます。また、自分の好きなタイミング
で行うことができるので、習慣化しやすく、続けやすいことが魅力です。

生活習慣病の予防 血糖値や血圧を適正にし、動脈硬化や、がん・糖尿
病等の生活習慣病のリスクを下げます

習慣的に運動することで、体力の維持・向上につ
ながります

心 肺 機 能 の 向 上

エネルギー消費量が増加することで、腹囲や体重
が減少しやすくなります

肥 満 防 止

楽しみながら歩くことで気分転換になり、ストレ
スを解消して心の健康増進につながります

ス ト レ ス 解 消

こんな効果が期待できます
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市ＨＰ ウォーキングマップ 検索
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公園に出かけよう！

　無理せず自分のペースで。また、ウォーキ
ング前後にストレッチを行うことで、身体
への負担が軽減されます。

自分のペースで歩こう1.

　15～20分おきに、ひと口～200ml程度の水や
スポーツドリンク等を飲みましょう。

2. 喉が渇く前に、こまめに水分補給しよう

　気分や体調に異変を感じたらすぐに
休憩するか、ウォーキングを中止しま
しょう。

3. 無理をせず、適度に休憩をとろう

あごを軽く引いて、
目線は10～15m前方を

POINT1

呼吸は
足の動きに合わせて

POINT 2

こ ん な こ と に

注意しよう

まだまだあります
市内コースマップ
　町田市観光コンベンション協会ホー
ムページでは、ガイドウォークツアー
おすすめ16コースを紹介しています。
　また、まちの案内所　町田ツーリス
トギャラリー（ぽっぽ町田1F）では、お
すすめウォークコース入りの市内エリ
ア別の観光マップも配布しています。

町田市観光コンベンション協会ホームページ▶

ウォーキングのコツ

肩の力を抜き、
ひじを軽く曲げて
力を入れずに大きく振る

POINT 3

胸を張り、
背筋を伸ばして
さっそうと

POINT 4

かかとから着地。
つま先で地面を
蹴るように

POINT 5

き方で健康づくり！正しい

同協会・三島氏

同
協
会
会
長
・
村
田
氏

　１人ではなかなか始めづらい、続けづらい…という方は、
イベントに参加してみませんか。
　町田ウォーキング協会では定期的に例会を行っていて、
たくさんの会員と一緒に歩くことができます。
　詳細は町田ウォーキング協会ホームページ
をご確認ください。

イベントに参加してみよう！
夕暮れ時は、歩行中の交通死亡事故が
増加する傾向にあります
日没前から反射材を身に着けて外出しましょう

今も未来も大切に

町田市のＳＤＧｓ

　今年は生活様式が大きく変わり、健康づくりに関するヒ
ントを得る機会や方法も変化しました。子どもから高齢者
まで楽しく健康づくりを行うため、11月を健康づくり月間
と位置付け、オンラインや各施設でのイベント、冊子等を通
じて、体験、講習、クイズなどさまざまな健康づくりに関す
る情報を紹介します。
　各イベントの詳細は、町田市ホームページ、または各施設
で配布する冊子をご覧ください。
※一部有料のイベントがあります。

問健康推進課☎☎724・4236
11月1日㈰～30日㈪開催期間

総合健康づくり月間 新しい健康づくりの
はじめかた

（特）町田ウォーキング協会の会員さんに、

歩き方のコツを教えていただきました。

　公園は散策路・園路が整備されていて、安心・安全にウ
ォーキングを楽しむことができます。市内の公園情報に
ついては、公園情報アプリ「P

パ ー ク フ ル

ARKFUL」でご覧いただけ
ます。

町田ウォーキング
協会ホームページ▶

問まちの案内所　町田ツーリストギャラリー☎☎850・9311

問公園緑地課☎☎724・4397
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お知らせお知らせ
２０２１年度　町田市私立幼稚園等

園 児 募 集
　詳細は各私立幼稚園等へお問い合
わせください。
　子ども・子育て支援新制度移行園
の詳細は、まちだ子育てサイトをご
覧ください。
問保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３８
届かない方はご連絡を

就学時健康診断通知書
　来年４月に小学校に入学する児童

（２０１４年４月２日～２０１５年４月１日
生まれのお子さん）の健康診断を、
１０月末から１１月中に各市立小学校
で行います。
　対象の方には、通知書を１０月５日
ごろに届くようお送りしました。ま
だ届いていない方はご連絡くださ
い。
問保健給食課☎☎７２４・２１７７
町田都市計画道路３・４・１３号木曽
学園線

都市計画変更素案説明会
　木曽西四丁目から玉川学園六丁目
に至る町田都市計画道路３・４・１３号

木曽学園線について、金井ヶ丘二丁
目～川崎市境（玉川学園六丁目）の一
部区間を廃止する都市計画変更素案
の説明会を開催します。
日１０月２３日㈮午後７時～８時、２４日
㈯午後２時～３時
場金井小学校体育館
※公共交通機関をご利用ください。
問道路政策課☎☎７２４・１１２４
秋号を発行しました！～町田市　講
座・イベント情報誌

生涯学習ＮＡＶＩ　好き！学び！
　市内や近隣で１０月
～１２月に開催または
募集を開始する講座
・イベント等の情報
を掲載しています。
配布場所市庁舎、各
市民センター、各市
立図書館等
※町田市ホームページで
もご覧いただけます。
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１
町田市農業研修

現 地 見 学 会
　市では、新たに農業経営を目指す
方や農家を支援する援農者の育成を
目的として、市が開設した研修農場
で野菜作りのノウハウを学ぶことが

できる２年間の農業研修を実施して
います。
　２０２１年度研修生の募集に向け
て、現地見学会を開催します。
対市内在住で、２０２１年度農業研修
への参加を希望・検討している方等
日１１月７日㈯午前１０時～１１時ごろ

（雨天中止）
場町田市農業研修農場（小野路町）
内農業研修の見学、研修事業の説明
定１３人（申し込み順）
申１０月１６日正午～２６日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２０１０１６Ｆへ。
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１６４

高齢者インフルエンザ予防接種の
費用が無料になります

問保健予防課☎☎７２４・４２３９

駅 前 連 絡 所 の 休 所 及 び 
コ ン ビ ニ 証 明 書 自 動 
交 付 サ ー ビ ス の 休 止

　システムメンテナンスのため、
１０月３１日㈯、１１月１日㈰は、町田
・鶴川・南町田の各駅前連絡所を
休所します。また、コンビニエンス
ストアでの証明書自動交付サービ
スも終日休止します。
※コンビニエンスストアは、１１月
２日㈪午前６時３０分からサービス
を再開します。
問市民課☎☎７２４・２８６４

　接種してから効果が現れるまで
２週間程度かかります。６５歳以上
の方は早めに接種を済ませましょ
う。
　接種回数は１回です。
対市内在住の６５歳以上の方
※６０歳以上６５歳未満で、心臓・じ
ん臓・呼吸器の機能、またはヒト免
疫不全ウイルスによる免疫機能に
重い障がいがある、身体障害者手
帳１級程度の方も対象です。
期間２０２１年１月３１日㈰まで
場町田・八王子・日野・多摩・稲城市
の指定医療機関
※町田市ホームページでご確認い
ただくか、お問い合わせください。
自己負担額無料
※生活保護受給者、中国残留邦人
等の支援受給者は、接種の際に必

ず「生活保護受給証明書」「中国残
留邦人等の支援給付受給証明書」
をお持ちください。

【指定介護老人福祉施設等に入所
している町田市民の方の接種費用
を助成します】
　特定の施設に入所し、町田・八王
子・日野・多摩・稲城市の指定医療機
関以外の医師による接種を受ける
場合、接種費用を１人１回助成します。
　接種の前に申請が必要です。詳
細は、町田市ホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください。
対同予防接種対象の方で、市内・市
外の指定介護老人福祉施設、介護老
人保健施設、指定介護療養型医療
施設のいずれかに入所している方
助成限度額５５００円

公開している会議　傍聴のご案内
会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み

まちだの新たな学校
づくり審議会

１０月２６日㈪
午後６時３０
分から

市庁舎１０階会
議室１０－２～５

南入口から入り、直接
会場へ問教育総務課
☎☎７２４・２１７２

町田市介護保険事業
計画・高齢者福祉計
画審議会

１１月１１日㈬
午後６時３０
分～８時

市庁舎１０階会
議室１０－２～５

３人
（申し込み順）

事前に電話でいきいき
総務課（☎☎７２４・２９１６）
へ

町田市地域包括支援
センター運営協議会

１１月１２日㈭
午後４時３０
分～６時

市庁舎２階市民
協働おうえんル
ーム

３人
（申し込み順）

事前に電話で高齢者福
祉課（☎☎７２４・２１４０）へ

町田市指定管理者管
理運営状況評価委員
会（対象施設＝市立室
内プール、緑ヶ丘グラ
ウンド、ふるさと農具
館、七国山ファーマー
ズセンター）

１１月１６日㈪
午後１時１５
分から

市庁舎３階会議
室３－１

４人
（申し込み順）

事前に電話で総務課
（☎☎７２４・２１０８）へ

　広袴不動尊の近辺も、ヒヨドリの小
さな群れが上空を移動し始め、チョウ
ゲンボウが姿を見せるようになりま
した。モズの高鳴き、カラ類の混群に
秋の訪れが感じられる１０月です。
　今年の７月は毎日雨続きで、８月か
ら９月にかけては猛暑でした。その
せいか、ヒガンバナの開花が１０日く
らい遅かったように思います。また、
このあたりのザクロは、結実期の長
雨のために実をつけることができ
ず、中には今頃、２回目の花を咲かせ
ている木もあります。
　心待ちにしていた金

きん

木
もく

犀
せい

の香り。
あちこちでかぐわしい香りを放って
います。能ヶ谷にある幼稚園の周りに
は、２辺の街区道路沿い数十ｍにわた
り生け垣があり、そのすべてが金木
犀。高さも３～４ｍあり、それこそ、辺
りはその香りで満ちていました。
　さて、先日、建設中の市立陸上競技
場（町田GIONスタジアム）バックス
タンド増築工事の現場を見学しまし
た。すでに、スタンドの建物はおおむ
ねできあがっていて、今後は、給排水
・衛生、電気、機械など設備系の工事
になります。
　２０１９年１月の基盤造成工事着工か

ら２年余の、来年２０２１年の春に完成
予定です。
　メインスタンドと向かい合ってバ
ックスタンドの建物ができると、声
援などの音が相互に反響して、競技
場内の高揚感が増すと思われます。
　Ｊリーグについては、現在新型コロ
ナウイルスの感染予防対策で、観客
入場者数、大声での声援、鳴り物の制
限などもありますが、バックスタン
ドが完成する２０２１年シーズンに
は、規制も解かれ、サポーターの歌声
が響き渡るのを期待しています。
　町田GIONスタジアムを本拠地と
するＦＣ町田ゼルビアは、今季の成績
は中位以下に低迷しています。ここ
はひとつ、スタンドの完成を前に、さ
らに奮起を期待したいところです。

町田GIONスタジアムのバックスタンド
増築工事の様子

みんなで描くまちだの未来みんなで描くまちだの未来

まちをつなぐモノレール

Vol.６

ここでの成長が
カタチになるまち

わたしの
“ココチよさ” が
かなうまち

誰もがホッと
できるまち

問都市政策課☎☎７２４・４２４８
　モノレールはみんなの「まち」と

「暮らし」にどのような変化をもた
らすでしょうか？
　これまでみんなが「町田らしさ」
を感じ、大切に育んできた町田駅
周辺エリアの「にぎわい」や、大規模
団地の「便利な暮らし」、市域北部
に残る「豊かな緑」に、新たな「いい
な」を乗せて、モノレールの延伸と
共に、みんなの未来につなぎます。
　「にぎわい」の町田駅周辺には、
みどりやオープンスペースがあふ
れ、ゆったり待ち合わせをしたり、
木陰で本を読んだり、仕事をした
り…、自分のやりたいことを実現
できる場所を目指します。
　「便利な暮らし」を支える大規模

団地は、新たな生活様式に対応し
て既存の機能を再編し、まるで一
つの大きな家族のように暮らしを
共有し、ひとの活動が地域とひと
をつなげる団地を目指します。
　市域北部の「豊かな緑」は、気軽
に親しめ、暮らしの一部として関
わることができ、みんなにとって
かけがえのない身近なみどりを目
指していきます。
　現在、策定を進めている、都市づ
くり分野の計画では、多摩都市モ
ノレール延伸※を見据えたビジョ
ンを描きます。
※市では、多摩都市モノレールの
町田方面延伸の実現を目指して積
極的に取り組んでいます。

市HP 都市づくりのマスタープラン  検索
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■問納税課　724・2122☎☎新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難な方はご相談ください。10月は、「市・都民税、国民健康保険税」の納付月です

お知らせお知らせ
町田市特別定額給付金
給付を完了しました
　なお、コールセンターの受付期間
を１０月３０日㈮までに変更します。
問町田市特別定額給付金コールセン
ター☎☎７２４・２９０９（受付時間＝月～
金曜日の午前９時～午後６時）、町田
市福祉総務課☎☎７２４・４４８０

催し・講座催し・講座
　参加の際は、検温・手洗い・マス
ク着用などの感染症対策をお願い
します。

町田市介護人材バンク
【特別講座～心とカラダのイキイキ
健康体操！】
　ウォーキングに必要な下半身強化
をテーマに行います。
※講演後、介護に関する求職相談会
も行います。
対市内在住の介護に関わる仕事（資
格がなくてもできる清掃、ベッドメ
イキング、配膳、介護補助等の周辺業
務）の相談を希望する方等
日１０月２３日㈮午後２時～４時３０分
場町田市民フォーラム

講町田市リハビリテーション連絡会
・田中優氏
定２０人（申し込み順）
申１０月２１日までに電話で町田市介
護人材バンクへ。
【出張・就労相談会ｉｎ南市民センタ
ー】
　資格や経験は不問です。希望職種
や勤務形態などに応じた多様な働き
方を支援します。
対介護施設に就職を希望する方
日１０月２８日㈬午後１時３０分～４時
場南市民センター第１会議室
※事前予約は同バンクへ（予約無し
での参加も可）。

◇
問同バンク☎☎８６０・６４８０（受付時間
＝祝休日を除く月～金曜日の午前９
時～午後５時）、町田市いきいき総務
課☎☎７２４・２９１６

わくわくプラザ町田作品展
　日頃、わくわくプラザ町田を利用
しているサークル・団体の皆さんが
活動の成果を披露します。
※町田市シルバー人材センターと共
催です。
日１０月２９日㈭～１１月２日㈪、午前
１０時～午後４時
場わくわくプラザ町田３階講習室
※車での来場はご遠慮ください。
内絵画・絵手紙・彫刻・俳句・写真・書
道等の展示

問同センター☎☎７２３・２１８０、町田市
高齢者福祉課☎☎７２４・２１４１

認知症サポーター養成講座
　認知症の基礎知識や対応方法を学
びます。講座終了後に、認知症サポー
ターの証しとなるオレンジリングを
お渡しします。
対市内在住、在勤、在学の方
日１１月２５日㈬午後２時～３時３０分
場わくわくプラザ町田
定５０人（申し込み順）
申１０月１６日正午～１１月１９日にイ
ベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード２０１０１６Ｅへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

高齢運転者安全運転教室
　この機会にご自身の状態を把握
し、改めて安全運転について考えて
みませんか。
※運転免許証の更新時に受講する法
定講習とは異なります。
※町田ドライヴィングスクールの送
迎バス（町田駅発のみ）をご利用いた
だけます。運行時間・乗車場所につい
ては同スクールホームページをご覧
ください。
対市内在住の車を運転する６５歳以
上の方
日１１月１２日㈭午前９時１０分～午後
０時３０分
場同スクール（南大谷）
内交通安全講話、運転適性検査、実車
走行等
定１２人（抽選、結果は１１月６日ごろ
発送）
申１０月１６日正午～３０日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２０１０１６Ａへ。

問市民生活安全課☎☎７２４・４００３

スマフォトグラファー入門講座
　周辺自治体と協力して、観光セミ
ナーを開催します。身近なｉＰｈｏｎｅ・
スマホのカメラを使い、心が動いた
瞬間を写真にする手法を学びます。
座学の後、講師からアドバイスをも
らいながらの撮影タイムや撮った写
真の報告会も予定しています。　
対町田・稲城・多摩市在住、在勤、在学
の方
日１１月２１日㈯午後１時３０分～４時
３０分ごろ
場町田薬師池公園四季彩の杜西園ラ
ボ・体験工房
講（一社）フォトコミュニケーション
協会マスターインストラクター・竹
内悠貴氏　
定２０人（抽選）
申「観光セミナーＩＮ町田薬師池公園
四季彩の杜西園」と書き、住所・氏名
（ふりがな）・携帯電話番号・年齢・性
別、同行者の氏名（ふりがな）・年齢・
性別を明記し、１１月２日までにＦＡＸ
またはＥメールでＪＴＢ東京多摩支店
「観光セミナー係」（返０４２・５２１・
５５５８遍ｍｉｎａｍｉｔａｍａ＠ｊｔｂ．ｃｏｍ）
へ。
問観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８、
ＪＴＢ東京多摩支店☎☎０４２・５２１・
５５５０

日 曜 朝 市
　市内の認定農業者が作った町田産
新鮮野菜の販売です。
日１１月１日㈰午前７時～８時（売り切
れ次第終了）
場教育センター駐車場
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

民生委員・児童委員に異動がありました
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

　民生委員・児童委員に異動があ
りました。担当地域は下表のとお
りです。

※その他の地区の担当は、お問い
合わせください。

民生委員・児童委員（10月異動）
地　区 地　域 担当委員氏名
町田第一 森野 4丁目8、14～21 欠員(退任)

町田第二 藤の台

1丁目1 1～52号棟 欠員
（担当地域変更）

2丁目2
1～13号棟、40～52号棟 宇川薫

（担当地域変更）

14～39号棟 欠員
（担当地域変更）

3丁目3
1～15号棟 片岡賢

（担当地域変更）

16～28号棟 中戸要子
（担当地域変更）

鶴川第一

小野路町 1～887、1010～1412、1600～1643、
1646～1709 欠員(退任)

野津田町

612～619、685～687、711、717、730、
731、738～741、744～750、764～809、
827～940、946～1038、1044～1712、
2075～2106（2094、2095を除く）、2762
～2764、3744～3747

永井博
（担当地域変更
・入れ替え）

941～945、1039～1043、2117～2477、
2484～2698、3144、3148～3191
（3162、3163を除く）、3571～3583

（新）内田聡美

2699～3143、3192、3193、3310～
3384、3518～3521、3531～3542、
3701～3740

野口満男
(担当地域変更）

3162、3163、3194～3294、3385～
3515

欠員(担当地域
変更・入れ替え）

金井 3丁目全（39、42を除く）、4丁目全、5丁目全 中澤澄江
（担当地域変更）

金井ヶ丘

4丁目47～53

3丁目全、4丁目1～46、5丁目全 増田ゆみ
（担当地域変更）

1丁目全、2丁目全 森高登志夫
（担当地域変更）

大蔵町 252～490（253、279、367を除く）、663、
804～1112、1771～1777、1852～2127

荻野淳子
（担当地域変更）

主任児童委員 1人退任

鶴川第二 三輪町 181～315、385～387、424～428 （新）岩渕一之
鶴川 6丁目6～8 （新）野村秀司

堺 小山町
2342、2343、2419～2437、2485～
2639、2646～2649、2658～2660、
3127

（新）萩原愛子

市内事業者の方へ

ＰａｙＰａｙを導入し、キャンペーンに参加しませんか
問産業政策課☎☎７２４・３２９６

　市内のＰａｙＰａｙ対象加盟店で、Ｐ
ａｙＰａｙ（スマートフォンを利用し
た二次元バーコード決済）で支払
い決済をした場合に、最大２０％
（上限２万円分／２か月）のポイン
トを付与するキャンペーンを実施
します。このキャンペーンに参加
する市内店舗を募集します。
※ＰａｙＰａｙの店舗への新規導入に
ついては、ＰａｙＰａｙ町田市専用ダイ
ヤル（錆０１２０・９３６・２２０、受付時
間＝祝休日を除く月～金曜日の午
前１１時～午後６時）へお問い合わ
せください。

※詳細は町田市ホー
ムページ（右記二次
元バーコード）をご
覧ください。
※キャンペーン期間は１２月１日㈫
午前０時～２０２１年１月３１日㈰午
後１１時５９分です。
※１２月１日からキャンペーンに参
加するには、１１月１５日までにＰａｙ
Ｐａｙの導入手続きを完了及び審査
可決する必要があり
ます（キャンペーン
開始後も随時参加
可）。

パブリック
コメント
予　告

　１１月１０日から、下記のパブリックコメント（意見公募）の
実施を予定しています。

市では、条例・計画などの策定を進めるに
当たり、市民の皆さんにご意見を伺います

案 件 名 （仮称）町田市障がい者福祉計画21-26（案）
募集期間 11月10日㈫～12月9日㈬

案の公表
方法

・本紙11月1日号に概要を掲載
＜11月10日以降＞
・町田市ホームページに詳細を掲載
・�市役所、各障がい者支援センター、各市民センター、各市立図書館等
で資料の閲覧、配布
※各窓口で開所日・時間が異なります。

意見等の
提出方法

・郵便・FAX・Ｅメール
・障がい福祉課（市庁舎1階）ほか、指定の窓口への提出

担 当 課 障がい福祉課☎☎724・2147
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市立博物館出張講座～工芸美術を体
験しよう
や き も の 体 験 講 座

【スープ皿を作ろう】
　粘土ひもを使って作ります。完成
品は約１か月後に参加者に着払いで
郵送します。
対市内在住、在勤、在学の５歳以上の
方（小学４年生以下は保護者１人同
伴、保護者の見学のみの参加は不可）
日１１月８日㈰、午前１０時～正午、午
後２時～４時（各回とも同一内容）
場南市民センター
講ｋａｍａｋｕｒａ山陶芸工房主宰・檀上
尚亮氏
定各１２人（抽選、結果は１０月２８日ご
ろまでに電話で連絡）
費１人１０００円（送料別）
申１０月１６日正午～２２日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２０１０１６Ｇへ。
【粘土から作るＭｙ茶碗　Ｍｙ箸置】
　お茶

ちゃ

碗
わん

と箸置き各１個を手びねり
で作ります。完成品は２～３か月後に
参加者に着払いで郵送します。
対市内在住、在学の小・中学生とその
保護者（保護者の見学のみの参加は
不可）
日１１月１４日㈯、午前１０時～正午、午
後２時～４時（各回とも同一内容）
場小山市民センター
講アトリエ方丈庵主宰・くつわだり
え氏
定各１０人（抽選、結果は１１月２日ご

ろまでに電話で連絡）
費１人１２００円（送料別）
申１０月２１日正午～２７日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２０１０２１Ｂへ。
【親子やきもの体験～ごちそう大皿
を作ろう】
　陶芸家指導のもと、小・中学生とそ
の保護者が２人１組で大皿を１枚作り
ます。完成品は１～２か月後に参加者
に着払いで郵送します。
対市内在住、在学の小・中学生とその
保護者（保護者の見学のみの参加は
不可）
日１１月２８日㈯、午前１０時～正午、午
後２時～４時（各回とも同一内容）
場鶴川市民センター
講陶芸アトリエ主宰・安諸一朗氏
定各６組（抽選、結果は１１月１０日ご
ろまでに電話で連絡）
費１組１５００円（送料別）
申１０月２１日正午～１１月４日にイベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード２０１０２１Ｃへ。

◇
問同館☎☎７２６・１５３１

消 費 生 活 セ ン タ ー
【くらしに役立つ料理教室～パック
クッキング　非常時こそいつもの味
を】
対市内在住、在勤、在学の方
日１１月１３日㈮午前１０時～午後１時
内災害時に役立つ、日常でも時短や
節水になるパッククッキングを学ぶ

講町田友の会・永松利恵子氏
定１０人（申し込み順）
費３００円（材料費）
申１０月１６日正午～１１月８日にイベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード２０１０１６Ｂへ。保
育希望者（１歳以上の未就学児、申し
込み順に３人）は併せて申し込みを。
【くらしに役立つ学習会～感染症の
基本と日常生活での注意点】
対市内在住、在勤、在学の方
日１１月１７日㈫午前１０時～正午
講昭和薬科大学臨床薬学教育研究セ
ンター地域医療部門准教授・高田公
彦氏
定２０人（申し込み順）
申１次受付＝１０月１５日正午～午後７
時にイベシス（インターネット）コー
ド２０１０１６Ｃへ／２次受付＝１０月
１６日正午～１１月１１日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスへ。保育希望者（１歳以上の未就
学児、申し込み順に３人）は併せて申
し込みを。
【ホール講演会～“終活”って何をす
ればよいの？終活の内容から最近話
題のデジタル遺産の相続まで】
対小学生以上の方
日１１月２０日㈮午前１０時～正午
講（特）多摩ファイナンシャルプラン
ニング研究会町田支部ファイナンシ
ャルプランナー・小松久男氏

定９４人（申し込み順）
申１次受付＝１０月１５日正午～午後７
時にイベシス（インターネット）コー
ド２０１０１６Ｄへ／２次受付＝１０月
１６日正午～１１月１５日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスへ。保育希望者（１歳以上の未就
学児、申し込み順に３人）は併せて申
し込みを。親子室利用希望者（１歳未
満児と保護者、申し込み順に３人）は
電話で要予約。

◇
場町田市民フォーラム
問同センター☎☎７２５・８８０５
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ
公 開 講 座

【人間関係学～人はなぜ薬物依存症
になるのか　回復のために必要なこ
と】
　長年、薬物依存症の治療に第一線
で取り組んでいる講師に分かりやす
くお話しいただきます。
日１１月４日㈬午後６時～８時
場生涯学習センター
講国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所薬物依存研究部部長　
松本俊彦氏
定３０人（申し込み順）
申１０月１６日午前９時から電話で生
涯学習センター（☎☎７２８・００７１）へ。

令和２年分　年末調整等説明会の中止及び資料配布のお知らせ

　例年１１月に町田税務署及び市
が開催している年末調整等説明会
は、新型コロナウイルス感染防止
のため中止します。
　給与支払報告書は、市民税課（市
庁舎２階）、各市民センター、町田
税務署等で１１月１日から配布しま
す（町田市ホームページでダウン
ロードも可）。なお、電算機用連続
用紙は市民税課のみでの配布とな
ります。
　また、ｅＬＴＡＸを利用した電子申
告でも給与支払報告書の提出が可
能ですので、来庁の機会を減らす
ようご協力をお願いします。
○説明会の中止、源泉所得税関係
について
問町田税務署源泉所得税担当☎☎
７２８・７２１１（内線２１５または

２９０）
○税務署関係の用紙、法定調書関
係について
問町田税務署管理運営部門☎☎７２８
・７２１１（内線５３２または５９９）
※自動音声案内で「２」番（税務署）
を選択してください。なお、年末調
整の仕方など国税に関する一般的
な相談については「１」番を選択
し、電話相談センターをご利用く
ださい。
○市役所関係の用紙請求、給与支
払報告書及び住民税特別徴収につ
いて
問町田市市民税課☎☎７２４・２１１４、
２１１５
○ｅＬＴＡＸの利用について
問ｅＬＴＡＸヘルプデスク☎☎０５７０・
０８１４５９

２０１９年度決算

国民健康保険の財政状況をお知らせします
問保険年金課☎☎７２４・４０２７

【２０１９年度は２２億円の赤字】
　２０１９年度は、国民健康保険事
業の費用のうち保険税等で賄う収
入が２２億円不足し、この赤字を一
般会計からの市税等を財源とした
繰入で補

ほ

填
てん

しました。２０１８年度
決算に比べると赤字に対する繰入
は１億円減少したものの、一般会
計からの繰入に依存する厳しい財
政状況が続いています。
　赤字が生じる原因として、保険
税率が国民健康保険法に基づいて
算出される標準的な水準（標準保
険料率）に比べて低いことや、被保
険者の高齢化や生活習慣病の増加
などにより１人当たりの医療費が
増加傾向にあることが挙げられま
す。
【財政健全化に向けた取り組み】
　国民健康保険事業会計は、保険
給付費や納付金などの歳出を、保

険税や交付金などの歳入で賄い運
営する独立採算が原則です。その
ため、国民健康保険の財政健全化
に向け、赤字額の計画的・段階的な
削減に取り組んでいます。保険税
率の見直しを毎年度行うととも
に、保険給付の適正化、医療費の適
正化、保険税の徴収の適正な実施
を推進していきます。

事務費・事業費等 21億円

保険給付費
271億円

国民健康保険
事業費納付金
125億円

都の交付金等
315億円

赤字に対する繰入 22億円
保険税収入
86億円

2019年度国民健康保険事業会計の決算状況

歳入　423億円 歳出　417億円

ゆうゆう版画美術館まつり
　「Ｅｎｊｏｙ！Ａｒｔ！」をテーマに、同館と
友の会の共催で開催します。
※新型コロナウイルス感染防止のた
め、一部人数を制限する催しがあり
ます。詳細は同館ホームページをご
覧ください。　
日１０月２４日㈯、２５日㈰、午前１０時
～午後４時
場同館及び同館前庭
※開会式は、２４日午前１０時から正
面玄関で行います。
【ゆうゆうプロムナードコンサート
「女神たちの午後」】

　開催中の「西洋の木版画　５００年
の物語」に合わせて弦楽三重奏をお
楽しみください。
日１０月２５日㈰、午後０時３０分から、
午後２時３０分から（各３０分程度）
場同館講堂
定各６０人（先着順）
【市域学生によるアートイベント】
○桜美林大学～クイズで楽しむ異文
化体験
　クイズで文化の多様性を実感でき
る展示です。
時間両日とも午前１０時～午後４時

場同館講堂
○玉川大学～オンラインアートプロ
ジェクト
　インターネットでお祭りの内外を
つなぎ、遠隔で盛り上げます。
時間両日とも午前１１時～午後４時
（途中休憩時間有り）
場同館前庭
【市立博物館による出張体験講座「陶
片ペンダントをつくろう」】
時間両日とも午前１０時～午後４時
場同館前庭
定各５０人（先着順）

※一度に体験できる人数が限られる
ため、お待ちいただく場合がありま
す。
○その他開催期間中のイベント
チャリティ・アートバザール２０２０、
木版画摺

す

り体験、キッズ・アートスペ
ース～マイ・エコバッグを作ろう、
「ゆうゆう版画美術館まつり」ポスタ
ーデザイン原画展示、野外アート写
真展、芹ヶ谷公園芸術の杜～パーク
ミュージアムの取り組み紹介、福祉
作業所協賛出店　他

問国際版画美術館☎☎７２６・２８８９、国際版画美術館友の会（火・金曜日の午前１０時～正午）☎☎７２６・３０５１
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催し・講座催し・講座
さがまちカレッジ
講 座 受 講 者 募 集
　詳細は講座案内チラシ（生涯学習
センター、各市民センター、各市立図
書館等で配布）をご覧ください（さが
まちコンソーシアムホームページで
ダウンロードも可）。
【ハンドベル講座～天使のハーモニ
ーを楽しむ】
　イングリッシュハンドベルの持ち
方から演奏まで行います。
対中学生以上の方
日１１月２２日㈰午後２時～４時、２９日
㈰午前１０時～午後４時、全２回
場町田市生涯学習センター
講全日本合唱教育研究会顧問・千葉
佑氏
定１６人（抽選）
費６５００円
【学生講師プログラム～イラストを
エコバッグにうつしてみよう】
　日焼け止めクリームで布にイラス
トを描き、プリントして制作します。
対小学３～６年生
日１１月２８日㈯、午後２時～２時５０
分、午後３時２０分～４時１０分（各回と
も同一内容）
場町田市生涯学習センター
講東京造形大学造形学部佐竹ゼミの
学生
定各６人（抽選）
費８００円（材料費含む）
【ｗｅｂカレッジ～薬学と健康と社会

の接点　診断・感染症・生薬・検査の
側面から】
　Ｚｏｏｍを使ったオンライン講座
です。
対１６歳以上でＥメールによる連絡が
可能な方
日①１１月２４日㈫午後３時～４時２０分
②１１月２５日㈬午前１０時～１１時２０分
③１１月２６日㈭午後１時３０分～２時５０
分④１２月１日㈫午後３時～４時２０分⑤
１２月２日㈬午後３時～４時２０分⑥１２月
４日㈮午後１時３０分～２時５０分、全６回
講①昭和薬科大学教授・唐澤悟氏②
③同大学教授・金本大成氏④⑤同大
学准教授・中根孝久氏⑥同大学講師
・鈴木憲子氏
定４０人（抽選）
費４０００円（一部受講の場合、１回に
つき８００円）

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、１１月３日まで（必着）に郵
送またはＦＡＸでさがまちコンソーシ
アム事務局へ（さがまちコンソーシ
アムホームページで申し込みも可）。
※申込締切日までに定員に達しない
場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎☎７２８・００７１
東京都指定有形文化財
「異形台付土器」特別公開
　鶴川団地造成時に発掘され、
２００９年にイギリスの大英博物館で
も展示された、市内唯一の東京都指
定有形文化財「異形台付土器（２点）」
等を公開しています。

場町田市考古資料室（開室日時＝第
２・４土・日曜日、祝休日の午前１０時
～午後４時〔１２月２８日～２０２１年１
月４日を除く〕）
【展示解説を行います】
日１０月２５日、１１月８日、いずれも日

曜日、午前１０時から、午後２時から
場同資料室
定各８人（申し込み順）
申１０月１５日午後１時から電話で生涯
学習総務課（☎☎７２４・２５５４、受付時間＝
月～金曜日の午前９時～午後５時）へ。

まちだの体力向上プロジェクト
問スポーツ振興課☎☎724・4036

　いずれも１００円（保険料）が必要です。
申１０月２０日正午から①１１月１日まで②１１月８日まで③④１１月１０日ま
でに、イベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシスへ（コードは下
表参照、いずれも申し込み順）。

市民の広場 　「市民の広場」は、市民の皆さんの交流や、仲間
づくりを応援するコーナーです。
　サークル活動のイベントをお知らせする「お

●おいでください:毎月１５日号です。掲載された場合、次は３か月後以
降に申し込めます。申込期間＝掲載したい月の前月の１日～２０日
●仲間に:年２回掲載で、次回は１１月１５日号です。次回申込締切日＝
１０月２０日
　申込用紙と掲載ルールは広報課（市庁舎４階）で配布しています（町
田市ホームページでダウンロードも可）。� 市HP� 検索市民の広場
問広報課☎☎７２４・２１０１

いでください」のコーナーと、会員募集を掲載する「仲間に」があります。
※�活動内容の確認やトラブルの解決は、当事者間でお願いします（市は関与し
ていません）。また、各会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
※コーナー掲載の申込方法は、必ず「掲載ルール」をご覧ください。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
ポールウォーキングで健康寿命を延ばそう １０月１７日㊏午前１０時～正午 町田シバヒロ 無料 大石☎☎０９０・５８２８・７４５１ レンタルポールあります
古森義久氏講演会「米中激突と日本」 １０月１７日㊏午後２時～４時３０分 町田市文化交流センター １０００円 小林☎☎０９０・４１７１・８４５５ １１月２１日㊏山田宏氏講演会
第４５回萌美会展 １０月２０日㊋～２５日㊐午前１０時～午後５時 国際版画美術館 無料 萌美会・蛭子屋☎☎７３５・１４７０ 最終日は午後４時３０分まで
腹式呼吸で楽しく御一緒に吹矢を吹いてみませんか １０月２３日㊎午前９時３０分 鶴川市民センター ５００円 吹き矢・和田☎☎０９０・３１０２・２１４５ 軽装で気軽にお越し下さい
映画「長いお別れ」上映　山崎努・松原智恵子 １０月２５日㊐午前、午後、夜間各１回 町田市民ホール １０００円 桜井恭子☎☎７２６・１６５１
講話「穏やかな終焉をむかえるために」 １０月２５日㊐午後１時～４時 木曽森野コミュニティセンター ５００円 サマーグレイス☎☎０９０・２４４５・３５１９
脳トレリズム体操　楽しくストレス発散しましょう １０月２７日、１１月１７日㊋午前９時１５分 なるせ駅前市民センター ５００円 中川☎☎０５０・５８７６・４０８６　要予約 ヨガマット、お水　持参
発声から認知症予防音楽体操まで楽しく皆で歌う会 １０月２７日㊋午後２時～４時 町田市民フォーラム ４００円 健康歌声ランド鈴木☎☎０８０・３０８８・４００４ 予約不要　マスクご持参で

「第７回鶴川朗読会」つるの会主催の朗読会 １１月６日㊎午後１時３０分～３時３０分 和光大学ポプリホール鶴川 無料 橋本英子☎☎７３６・０４５５ 要予約　先着１００人まで
高尾山・だれにも会わない森の山歩き教室 １１月８日㊐、１７日㊋午前１０時 ＪＲ高尾駅北口集合 １５００円 森の遊歩隊・益田☎☎０９０・３０９０・９８２５ 要申込み　先着１０人程度

タイトル 対　象 日　時 会場／定員 コード

①のびのび体操
＆ストレッチ 市内在住、在

勤、在学の６０
歳以上の方

１１月６日㈮、午後２時
３０分～３時、午後３時
３０分～４時（各回と
も同一内容） 堺市民センター／

各２０人

２０１０２０Ａ

②初心者向け簡
単エアロビクス

１１月１３日㈮、午後２
時３０分～３時、午後３
時３０分～４時（各回
とも同一内容）

２０１０２０Ｂ

③たのしいおや
こあそび

１～３歳のお子
さんとその保
護者

１１月１６日㈪、１８日
㈬、午前１１時～正午

（各回とも同一内容）
子どもセンターつ
るっこ／各１５組

１６日＝
２０１０２０Ｃ、
１８日＝
２０１０２０Ｄ

④キッズトレー
ニング講座 小学１～４年生 １１月１８日㈬午後４時

～５時
子どもセンターつ
るっこ／２０人 ２０１０２０Ｅ

おいでください　特定の期日に行うイベント ※新型コロナウイルス感染防止のため、予定しているイベントが中止になる場合
があります。必ず、事前に主催団体への確認をお願いします。

暮らしに関する相談 市HP 暮らしに関する相談 検索

各種相談「町田市わたしの便利帳２０２０」５２～５7ページを参照（⑧⑩を除く）

　新型コロナウイルス感染防止のため、休止中の相談があります。今後の開催状況については、町田市ホームページをご覧いただくか、電話でお問い合わせください。また、少年相
談については電話で八王子少年センター（☎☎042・679・1082）へお問い合わせください。

名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談 月～金曜日
（２６日～３０日を除く）

相談時間はお問い合わせく
ださい 市内在住の方

前週の金曜日から電話で予約
※１０月２３日は予約受付を行いません。
次回分は１０月３０日から受け付けます。

電話で市民相談室
（☎☎7２４・２１０２）へ

②交通事故相談 ２１日、２８日㈬

午後１時３０分～４時

相談日の１週間前から電話で予約
③国税相談 ２０日㈫

市内在住の方 電話予約制（次回分まで受け付け）④不動産相談 ２7日㈫
⑤登記相談 １５日㈭
⑥行政手続相談 ２２日㈭

⑦電話による女性悩みごと相談
（家庭、人間関係、女性への暴力等）

月～土曜日
（祝休日、第３水曜日を

除く）
午前９時３０分～午後４時

（水曜日のみ午後１時～８時）

市内在住、在勤、在学の方

電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎☎7２１・４８４２）へ
※法律相談有り＝要予約

⑧電話による性自認及び性的指向
に関する相談

毎月第２水曜日
（祝休日を除く） 午後３時～８時 電話で性自認及び性的指向に関する相談専用電話（☎☎7２１・

１１６２）へ

⑨消費生活相談 月～土曜日
（祝休日を除く）

午前９時～正午、
午後１時～４時 電話で消費生活センター相談専用電話（☎☎7２２・０００１）へ

⑩空家に関する相談
（弁護士・税理士・宅地建物取引士） ２６日㈪ 午前９時～正午

（相談時間は５０分）
市内に家屋を所有の方
（空家・居住中問わず）

前週の水曜日午後４時までに、電話で住宅課（☎☎7２４・４２６９）へ
※第２・４月曜日（祝休日の場合は火曜日）に実施／第４月曜日は
税理士も同席

　子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」でご案内しています。 町田市子育てひろばカレンダー 検索

問子育て推進課☎☎724・4468
子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

町田市子育て情報配信
サービス、ＬＩＮＥでも
ご覧いただけます

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー



72020．10．15催しや講座など、申込方法の記載がない場合は直接会場へおいでください。

詳細はお問い合わせください。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131移動図書館“そよかぜ号”ご利用ください！ 検索町田市立図書館

忠生公園
定 例 自 然 観 察 会

【秋を彩る草花】
日１１月１日㈰午前９時３０分～１１時
３０分（雨天中止）

場同公園
※集合は同公園自然観察センター
（忠生がにやら自然館）です。
定１０人（申し込み順）
申１０月１９日午前９時から電話で同
公園（☎☎７９２・１３２６）へ。

●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
【シェイプアップエアロ】
対１６歳以上の方日１１月３日～１２月
８日の火曜日、午後１時３０分～２時
３０分、全６回定１０人（抽選）費４８００
円申往復ハガキに必要事項を明記
し、１０月２２日まで（必着）に同プー
ルへ
●鶴間公園☎☎８５０・６６３０
【個人参加フットサル】
対１６歳以上の方日毎週木
曜日、午後７時～９時定各２０人（申し
込み順）費９９０円申電話で同公園へ
（同公園ホームページで申し込みも
可）
●小野路宿里山交流館☎☎８６０・
４８３５
【①小野路の里山みのりの秋観察会】
日１１月６日㈮午前９時３０分～午後１
時（小雨実施）内森林インストラクタ
ー・池田倫子氏のガイドのもと、草花
を観察定１５人（申し込み順）費１５００
円（ガイド料、保険料、資料代、昼食
代）
【②秋の小野路　歴史ガイドウォー
ク】
日１１月１８日㈬午前９時３０分～午後

３時（小雨実施）内まちだ観光案内人
のガイドのもと、新撰組とゆかりの
ある小野路を歩く定１５人（申し込み
順）費１５００円（ガイド料、保険料、資
料代、昼食代）
【③紅葉まつり】
日１１月２２日㈰午前１０時～午後３時
（小雨実施）内地元産の野菜の即売、
模擬店（焼きそば、豚汁等）、ビンゴ大
会／即売と模擬店は売り切れ次第終
了です。なお、小野路うどんの提供は
行いません
【④小野路の秋みつけた！２０２０～ア
ートコンテスト作品募集】
　小野路や、その周辺の秋を感じる
写真や絵画等の作品を募集します。
審査方法及び結果発表等の詳細は、
町田市ホームページまたは同館で配
布する募集要項をご覧ください

◇
申①１０月２３日正午から②１０月３０
日正午から、イベントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
①２０１０２３Ａ②２０１０３０Ａへ③直接
会場へ④作品の裏面に氏名・作品名
を書き、募集要項裏面の応募用紙に
必要事項を記入し、１２月５日まで（必
着）に直接または郵送で同館へ

イベントカレンダー
詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、各ホームページをご覧ください。

子どものイベントカレンダー
詳細は、お問い合わせいただくか、町田市ホームページ、またはまちだ子育てサイトをご覧ください。

●子ども創造キャンパス
ひなた村☎☎７２２・５７３６
【①新・アウトドアクッキン
グ～親子「ねじりパンを焼こう！」】
対市内在住、在学の小・中学生とその
保護者日１０月３１日㈯午前９時３０分
～午後０時３０分（小雨実施）場ひなた
村野外炊事場定１０人（申し込み順）
費１人３００円
【②人形劇体験～ビニール袋で巨人
を作ろう】
対市内在住、在学の小学４年生～中
学生日１１月３日㈷午前９時～正午場
ひなた村レクリエーションルーム内

ビニール製の操り人形作りと簡単な
野外劇定６人（申し込み順）費５００円
【③工作クラブ～竹ぽっくりを作ろ
う！】
対市内在住、在学の小学生日１１月３
日㈷午前１０時～正午（雨天中止）場
ひなた村野外炊事場定１０人（申し込
み順）費３００円

◇
申①電話でひなた村へ②③１０月１７
日午前１０時から電話でひなた村へ
／その他の講座やワークショップに
ついては、ひなた村ホームページ等
をご覧ください

情報コーナー情報コーナー
●（一社）東京バス協会～東京都シル
バーパス新規購入のご案内
　７０歳以上の都民の方は、都内を運
行している民営バス等を利用できる
「東京都シルバーパス（２０２１年９月
３０日まで有効）」を購入することが
できます（毎年９月に更新が必要）対
・費７０歳以上の都民（寝たきりの方
を除く）で、①住民税が課税で前年の
合計所得金額が１２５万円を超える方
＝２万５１０円②住民税が非課税また
は前年の合計所得金額（長期譲渡所
得または短期譲渡所得に係る特別控
除の適用がある場合は、合計所得金

額から特別控除額を控除して得た
額）が１２５万円以下の方＝１０００円
申住所・氏名・生年月日を確認できる
書類と、②は所得が確認できる書類
（住民税課税非課税証明書等）をお持
ちのうえ、直接神奈川中央交通町田
営業所・町田駅前サービスセンター
・町田ターミナルサービスセンター
等の都内シルバーパス取扱窓口へ
（必要書類に不足がある場合は手続
きできません）／特別控除の適用が
ある方は、必要書類が異なる場合が
ありますので、お問い合わせくださ
い問同協会シルバーパス専用電話☎☎
０３・５３０８・６９５０（受付時間＝土・日
曜日、祝休日を除く午前９時～午後５
時）

息苦しさ、高熱、強いだるさなど症状がある時は
新型コロナウイルス感染症相談先

　かかりつけ医がいる方は、電話でかかりつけ医にご相談ください。
相談先帰国者・接触者電話相談センター☎☎７２４・４２３８（月～金曜日の午
前９時～午後５時〔祝休日を除く〕）、都・特別区・八王子市・町田市合同電話
相談センター☎☎０３・５３２０・４５９２（上記以外の曜日・時間帯）

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

１０月
１５日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

１６日㈮ 午後７時～翌朝８時 内科系 あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１

１７日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１

１８日㈰

午前９時～午後５時 内科

鹿島内科クリニック（金森東１-２５-２９）☎☎７１０・１８００

増子クリニック（能ヶ谷７-１１-５） ☎☎７３５・１４９９

多摩境内科クリニック（小山ヶ丘３-２４）☎☎７０３・１９２０

午前９時～翌朝９時

内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１

外科系
町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

１９日㈪ 午後７時～翌朝８時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１

２０日㈫ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

２１日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

２２日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０

２３日㈮ 午後７時～翌朝８時 内科系 あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１

２４日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０

２５日㈰

午前９時～午後５時 内科

フォレスト呼吸器内科クリニック町田（原町田６-２８-１５） ☎☎７１０・４１００

にしむら内科クリニック（大蔵町２２２２-５）☎☎７０８・１０２４

金子内科クリニック（根岸２-１-１４）☎☎７９２・３０１０

午前９時～翌朝９時

内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

外科系
あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１

おか脳神経外科（根岸町１００９-４） ☎☎７９８・７３３７

２６日㈪ 午後７時～翌朝８時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１

２７日㈫ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

２８日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１

２９日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘１-３-８）☎☎７９８・１１２１

３０日㈮ 午後７時～翌朝８時 内科系 あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１

３１日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

町田市歯科医師会休日応急歯科・障がい者歯科診療所

休日応急
歯科診療

日曜日、祝休日の午前９時～午後５時（予約制、受け付けは
午後４時３０分まで） 健康福祉会館内

☎☎７２５・２２２５
（下地図参照）障がい者

歯科診療
水・木曜日（祝休日を除く）の午前９時～午後５時（予約制、
受け付けは午後４時３０分まで）

町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小児科）

毎日 午後７時～９時３０分（電話受付は午後６時から） 健康福祉会館内
☎☎７１０・０９２７
（下地図参照）日曜日

祝休日 午前９時～午後４時３０分（電話受付は午前８時４５分から）

※いずれの医療機関も受診する前に必ず電話をしてください。
※救急診療・応急処置を行います。専門的治療については、
他の医療機関につなげる場合があります。

本紙に掲載して
いる夜間・休日
診療情報等を配
信しています。
登録はこちらから▶ スマホ版 携帯電話版

町田市メール配信サービス急病急病ののときはときは

小児救急相談 子供の健康相談室（東京都）
月～金曜日　午後６時～翌朝８時

土・日曜日・祝休日・年末年始　午前８時～翌朝８時
☎ ＃＃ ８８ ００ ００ ００

または☎03・5285・8898

または☎042・521・2323

東京都内の救急当番病院などの
お問い合わせ

東京都医療機関案内サービス

ひ ま わ り
☎03・5272・0303

24時間365日
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健康福祉会館 原町田5-8-21
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　市では、横浜市と市立図書館の相互利用に関する協定
を締結しました。１１月１日から町田市民と横浜市民が互い
の市立図書館の資料貸出等のサービスを受けられます。
他市の図書館との相互利用は、相模原・八王子・府中・調布
・日野・多摩・稲城・川崎・大和市に続いて１０市目です。詳細
は町田市立図書館ホームページをご覧ください。
※予約（貸出中の図書の返却待ち、図書の取り寄せ、新刊
購入依頼）はできません。
※横浜市の図書館を利用する際は、登録が必要です。

　人に薦めたい本のＰＯＰ（本の紹介カード）を手書きの文と絵で作成してみませんか。
対市内在住、在学及び相互利用市在住の小学４年生～１８歳の方
各賞・賞品最優秀賞・館長特別賞・優秀賞＝①賞状②提出作品をしおりにして市内で配
布／参加賞＝提出作品をしおりにして郵送。１２月１９日㈯に表彰式を行います。
ＰＯＰの規格各市立図書館、町田市民文学館で配布する専用用紙またはＢ４もしくは八つ
切りの画用紙等を４等分したもの（約９～１０㎝×約２５～２７㎝、画材は自由）
※コンピューター加工、毛玉等厚みがあるものの貼付は不可。
申１１月１５日までに、直接各市立図書館または町田市民文学館へ。中央図書館（〒１９４
－００１３、原町田３－２－９）へ郵送も可。
※詳細は、町田市立図書館ホームページをご覧ください。

　市では、東京２０２０オリンピック・パラリンピックの開催が市民の皆さんに夢や希望
を与えるシンボルとなるよう、気運醸成に取り組んでいます。１０月２８日はパラリンピ
ックの開幕３００日前です。９月に開催したオリンピックをテーマとした展示に続き、今
回はパラリンピックをテーマとする「東京２０２０公式アートポスター」を展示します。
　漫画家の荒木飛呂彦氏や写真家で映画監督の蜷川実花氏等、多方面で活躍されてい
るアーティストの作品をぜひご覧ください。
日１０月２６日㈪～１１月６日㈮、午前８時３０分～午後５時（土・日曜日、祝休日を除く）
場みんなの広場（市庁舎１階）

　１０月２２日㈭～３１日㈯に、東京都及び近隣３県（埼玉県・千葉
県・神奈川県）及び５政令指定都市（千葉市・さいたま市・横浜市・
川崎市・相模原市）で、「駅前放置自転車クリーンキャンペーン」
を実施します。
【放置自転車の状況】
　町田駅周辺の放置自転車は年々減少していますが、夕方以降
や土・日曜日を中心に放置されています。
　昨年度の放置自転車及び放置バイクの撤去台数は、自転車
２２４１台、バイク２１７台の合計２４５８台です。「ちょっとの時間だ
から」「他にも止めている自転車がある」等の軽い気持ちが、多く
の放置自転車・バイクを生み出す状況を作り出します。
【道路は通行するための公共施設です】
　歩道等に放置された自転車・バイクは、歩行者の安全な通行へ
の支障となり、街の美観も損ないます。
　また、火災発生時等の緊急車両の通行や、災害時の避難・救助
活動の妨げになり、大きな事故につながる要因にもなります。
【撤去活動を強化します】
　キャンペーン期間中は、放置自転車の問題を広く周知するた
め、放置自転車の撤去・移送活動を強化します。安全で安心でき
る住みよい街づくりのため、自転車やバイクを利用する際には、
交通マナーを守り、決められた場所に駐車していただきますよ
う、ご協力をお願いします。

　町田市名産品は、市の特色や農産物を生かした食品・お菓子・工芸品として、２年に１回、町
田市名産品等推奨委員会が認定しています。第１９回の今回は、新たに２７商品が加わり、３９
事業者の７５商品が認定されました。名産品の詳細は、まちだ名産品ホームページ（下記二次
元バーコード）をご覧ください。
　認定された商品は、ＳＮＳやイベント等でＰＲを行い、市内外への周知や販路
の拡大を行います。
　一部の名産品は、ミニストップ町田市役所店（市庁舎１階）やまちの案内所
「町田ツーリストギャラリー」、まちだ名産品の店「心

ここ

和
わ

」で購入できます。

　大規模震災に備え、市や地域、防災関係機関の連携を
強化するとともに、防災意識を向上させることを目的
として実施します。なお、当日は訓練のため町田市ホー
ムページを非常時用トップページ（＝下画面図）に切り
替えます。通常のトップページは画面右上のボタンで
表示を切り替えてご覧ください。
日１０月１８日㈰午前９時～１０時３０分
場町田第一小学校

「町田市名産品」が決定しました！
問町田市観光コンベンション協会☎☎７２４・１９５１、町田市観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８

町田市総合防災訓練を
実施します

１１月１日から横浜市と�
市立図書館の相互利用を開始

問中央図書館☎☎７２８・８２２０

第１９回（２０２０年度）名産品新規認定商品一覧
種　別 事業所名 品　名 電話番号

食品

手造りハム・ソーセージ独逸屋（成瀬台） お宝盛り ☎☎７２１・７４０１
町田いちご狩り農園　やさいの家（相原町）Ｒｉｃｈ Ｊａｍ（いちごジャム） ☎☎０７０・５３７０・１２７５
クロイツェル（成瀬台） 麹発酵ソーセージ、トーフハム ☎☎７２５・２２３１

魚儀（根岸） さけの西京漬け、さばのみりん
醤油漬け、赤魚粕漬け ☎☎７９１・００２７

飲料

町田焙煎珈琲　ヒルズ珈房（本町田） まちだ焙煎コーヒー、マイドリ
ップバッグ ☎☎８５０・９００７

さかや栗原（南成瀬） まちだサイダー ☎☎７２７・２６５５
しなもんや（原町田） 町田シナモン ☎☎８５１・７６４０
カミコネ（中町） 町田摘み　どんぐり茶 ☎☎７２２・２８１１

調味料 岡直三郎商店（旭町） 日本一スパイス ☎☎７２２・２０２４

洋菓子

（特）プラナス（下小山田町） 東京シルクメロンキャンディ
ー、東京シルクメロンゼリー ☎☎８１２・０２７６

バニラシュガー（忠生） ゼルビーのおやつ ☎☎８６６・４４１６
（社福）つぼみの家　町田ゆめ工房（相原町）相原パウンド（４種） ☎☎７８２・１４９１

小川ファーム（下小山田町） 町田のはちみつ、町田のはちみ
つキャンディー ☎☎７１９・５４８６

レンブラントホテル東京町田（原町田） 町田味噌醤油パウンド芳
ほう

醇
じゅん

、町
田プリン、みそランタン ☎☎７２４・３１２１

ルーシー＆モニカ（原町田） ルーシーのバスクチーズケーキ ☎☎７０９・３８５５

和菓子
つるま甘納豆本舗（南町田） 野菜ミックス ☎☎７９５・３７３０
みのり庵　和み（中町） 桃の実り ☎☎８６６・６３８９
カンガルーズカフェ（森野） いっしょにもぐもぐおかき ☎☎７０５・９２８３

工芸品 クラフト工房　Ｌａ Ｍａｎｏ（金井） 藍型染手ぬぐい（３種） ☎☎７３６・１４５５

東京２０２０公式アートポスターを展示します東京２０２０公式アートポスターを展示します

駅前放置自転車クリーンキャンペーン

問防災課☎☎７２４・２１０７
　広報課☎☎７２４・２１０１

推し本をしおりにしよう！
ひとことＰＯＰコンテスト

問中央図書館☎☎７２８・８２２０

問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎☎７２４・４４４２

ＰＯＰコンテストまちだ２０２０

問道路管理課☎☎７２４・３２５７
放置ゼロ　キレイな街で　おもてなし

8 2020．10．15 聴覚に障がいのある方が記事へのお問い合わせをご希望の際は、FAXで市役所代表返０４２・７２４・５６００へ。


